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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

北海道 北海道医師会

(小樽市医師会)

1.5 1.52/21(金)0134-22-4111

北海道 北海道産業保健推進センター 23/3(月)011-242-7701

北海道 北海道医師会

(苫小牧市医師会)

2 1 13/12(水)0144-33-4720

北海道 北海道医師会

(旭川市医師会)

2.5 1 1.53/14(金)0166-23-5728

青森県 青森県医師会

(上十三医師会)

1.5 1.53/3(月)0176-62-3289

宮城県 宮城産業保健推進センター

(宮城県医師会)

23/6(木)022-267-4229

秋田県 秋田県医師会 1.52/28(金)018-833-7401

秋田県 秋田県医師会 23/6(木)018-833-7401

秋田県 秋田県医師会

秋田県

23/15(土)018-833-7401

山形県 山形産業保健推進連絡事務所

(山形県医師会)

1 23/5(水)023-624-5188

福島県 福島県医師会 22/22(土)024-522-5191

福島県 福島産業保健推進センター

福島県医師会

2.53/13(木)024-526-0526

福島県 福島県医師会

(いわき市医師会)

1 2 1 23/29(土)0246-27-7155

茨城県 真壁医師会

茨城県医師会

22/25(火)0296-24-8788

茨城県 茨城県医師会 22/26(水)029-241-8446

茨城県 茨城産業保健推進連絡事務所

茨城県医師会

23/11(火)029-300-1221

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
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主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

茨城県 茨城県医師会 1.5 1.53/14(金)029-241-8446

茨城県 茨城県医師会 4.5 4.53/21(金)029-241-8446

茨城県 茨城県医師会 1 13/22(土)029-241-8446

茨城県 茨城県医師会 3.5 3.53/23(日)029-241-8446

栃木県 栃木産業保健推進連絡事務所 22/26(水)028-643-0685

栃木県 栃木産業保健推進連絡事務所 23/12(水)028-643-0685

栃木県 栃木産業保健推進連絡事務所 23/20(木)028-643-0685

栃木県 栃木産業保健推進連絡事務所 23/27(木)028-643-0685

群馬県 群馬産業保健推進連絡事務所

群馬県医師会

22/27(木)027-233-0026

群馬県 群馬県医師会

(館林市邑楽郡医師会)

2 22/27(木)0276-72-1132

群馬県 群馬県医師会

(桐生市医師会)

1.5 1.53/4(火)0277-47-2500

群馬県 群馬県医師会 2 23/6(木)027-231-5311

群馬県 群馬産業保健推進連絡事務所

群馬県医師会

23/6(木)027-233-0026

群馬県 群馬県医師会 23/7(金)027-231-5311

埼玉県 埼玉産業保健推進センター 23/4(火)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健推進センター 23/6(木)048-829-2661
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主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

埼玉県 埼玉産業保健推進センター 23/7(金)048-829-2661

埼玉県 埼玉県医師会

(防衛医科大学校医師会)

2 26 3 2 233/21(金)

-3/23(日)

050-3080-8460

千葉県 千葉県医師会

(船橋市医師会)

3 32/20(木)047-424-4771

千葉県 千葉県医師会

(君津木更津医師会)

1.5 1.5 1.5 1.52/20(木)0438-22-3511

千葉県 千葉県産業メンタルヘルス研究
会

32/22(土)043-245-6053

千葉県 千葉県医師会

(千葉市医師会)

2 23/14(金)043-242-1090

千葉県 放射線医学総合研究所 23/16(日)043-206-3048

千葉県 千葉県医師会

(船橋市医師会)

3 2.5 0.53/20(木)047-424-4771

千葉県 千葉県医師会 1 13/29(土)043-242-4271

千葉県 千葉県医師会

千葉県

13/29(土)043-242-4271

東京都 東京都医師会

(大森医師会)

3 32/22(土)03-3772-2402

東京都 日本集団災害医学会 12/26(水)06-6342-0212

東京都 東京都医師会 143/1(土)

-3/2(日)

03-3294-8821 2 2 1 1

2 2 2 2

東京都 日本産業衛生学会

東京都医師会

33/1(土)03-3433-0180

東京都 東京精神神経科診療所協会 23/2(日)03-6382-5955

東京都 東京都教育委員会

東京都医師会

23/8(土)03-5283-6750

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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（協力団体）

東京都 産業医学振興財団

東京都医師会

1.5 1.5 33/9(日)03-3525-8293

東京都 関東産業健康管理研究会 23/13(木)03-3358-4001

東京都 東京産業保健推進センター

東京都医師会

23/14(金)03-5211-4480

東京都 東京都医師会

(中野区医師会)

3 33/15(土)03-3384-1335

東京都 東京都医師会

(順天堂大学医師会)

6 63/15(土)03-5802-1140

東京都 東京産業保健推進センター

東京都医師会

24/1(火)03-5211-4480

東京都 東京都医師会

(世田谷区医師会)

2 1 2 14/10(木)03-3410-5111

東京都 産業医学振興財団

東京都医師会

1.5 1.5 36/8(日)03-3525-8293

神奈川県 神奈川県医師会

(横浜市医師会)

2 22/22(土)045-201-7363

神奈川県 神奈川県心身医学会

神奈川県医師会

23/1(土)042-778-8691

神奈川県 神奈川県医師会 2 1 13/1(土)045-241-7000

神奈川県 神奈川産業保健推進センター

神奈川県医師会

23/3(月)045-410-1160

神奈川県 神奈川産業保健推進センター

神奈川県医師会

1.53/3(月)045-410-1160

神奈川県 神奈川県医師会

(相模原市医師会)

2 23/6(木)042-749-2101

神奈川県 神奈川県医師会

(平塚市医師会)

2 23/6(木)0463-52-0355

神奈川県 神奈川県医師会

(川崎市医師会)

3 1.5 1.53/29(土)044-222-2110
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（協力団体）

神奈川県 産業医学振興財団

神奈川県医師会

1.5 1.5 35/18(日)03-3525-8293

新潟県 新潟産業保健推進連絡事務所

新潟県医師会

22/20(木)025-227-4411

新潟県 新潟産業保健推進連絡事務所

新潟県医師会

23/6(木)025-227-4411

富山県 富山産業保健推進連絡事務所

(富山県医師会)

1.52/21(金)076-444-6866

富山県 富山産業保健推進連絡事務所

(富山県医師会)

1.53/12(水)076-444-6866

石川県 石川県医師会 1.5 1.53/16(日)076-239-3800

山梨県 山梨県医師会 4 43/9(日)055-226-1611

山梨県 山梨県医師会 3 33/14(金)055-226-1611

長野県 長野県医師会

(長野市医師会)

2 22/24(月)026-226-5850

長野県 長野県医師会 1.53/8(土)026-219-3600

長野県 長野県医師会 3 1 23/29(土)026-219-3600

岐阜県 岐阜産業保健推進連絡事務所

(岐阜県医師会)

24/12(土)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健推進連絡事務所

(岐阜県医師会)

24/12(土)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健推進連絡事務所

(岐阜県医師会)

24/17(木)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健推進連絡事務所

(岐阜県医師会)

24/17(木)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健推進連絡事務所

(岐阜県医師会)

25/10(土)058-263-2311
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（協力団体）

岐阜県 岐阜産業保健推進連絡事務所

(岐阜県医師会)

25/10(土)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健推進連絡事務所

(岐阜県医師会)

25/21(水)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健推進連絡事務所

(岐阜県医師会)

25/21(水)058-263-2311

静岡県 静岡県医師会

(焼津市医師会)

4 2 22/22(土)054-628-5202

静岡県 静岡県東部地区産業医研究会・
静岡産業保健推進連絡事務所

静岡県医師会

23/6(木)054-205-0111

愛知県 日本産業衛生学会

愛知県医師会

52/22(土)0561-62-3580

愛知県 中災防中部安全衛生サービスセ
ンター

43/2(日)052-682-1731

愛知県 愛知県医師会

(瀬戸旭医師会)

1 1 1 13/5(水)0561-84-1155

愛知県 中央労働災害防止協会 53/8(土)052-682-1731

愛知県 愛知県医師会

(愛知医科大学医師会)

4 43/15(土)0561-62-3311

愛知県 愛知産業保健推進センター

(半田市医師会)

23/29(土)052-950-5375

愛知県 愛知県医師会 2 24/2(水)052-241-4143

愛知県 愛知県医師会 74/6(日)052-241-4143 2 2 1

2

愛知県 愛知県医師会 74/13(日)052-241-4143 1

2 2 2

愛知県 愛知県医師会 2 25/8(木)052-241-4143

愛知県 愛知県医師会 2 25/29(木)052-241-4143
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愛知県 愛知県医師会 2 26/5(木)052-241-4143

愛知県 愛知県医師会 2 26/17(火)052-241-4143

愛知県 愛知県医師会 2 26/24(火)052-241-4143

愛知県 産業医学振興財団 1.5 1.5 37/6(日)03-3525-8293

三重県 三重県医師会 2 23/2(日)059-228-3822

滋賀県 滋賀県立精神保健福祉センター

滋賀県医師会

43/9(日)077-567-5010

滋賀県 滋賀県産業医会 23/15(土)077-525-3233

滋賀県 湖北医師会

滋賀県

1.53/21(金)0749-65-3600

京都府 日本行動医学会 13/8(土)075-753-9477

京都府 京都府医師会 2.5 1 1.53/8(土)075-354-6113

京都府 京都府医師会

(産業医科大学)

4 2 4 23/9(日)075-354-6113

京都府 京都府医師会 2 23/27(木)075-354-6113

大阪府 大阪府医師会

(堺市医師会)

2 22/27(木)072-221-2330

大阪府 大阪精神科診療所協会

大阪府医師会

2.53/15(土)06-6763-5912

大阪府 大阪府医師会

(中災防大阪労働衛生総合セン
ター)

4 43/16(日)06-6448-3464

大阪府 大阪府立高等学校校医会

大阪府医師会

33/29(土)06-6763-0951
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大阪府 産業医学振興財団

大阪府医師会

1.5 1.5 34/6(日)03-3525-8293

大阪府 日本生命済生会総合健診ｸﾘﾆｯｸ

大阪市西区医師会

25/10(土)06-6532-6401

奈良県 奈良県医師会 2 23/23(日)0744-22-8502

和歌山県 和歌山県医師会

(和歌山労働局)

3 1 22/22(土)073-424-5101

島根県 島根産業保健推進連絡事務所

(島根県医師会)

22/22(土)0852-59-5801

島根県 島根産業保健推進連絡事務所

(島根県医師会)

23/1(土)0852-59-5801

島根県 島根産業保健推進連絡事務所

(島根県医師会)

23/8(土)0852-59-5801

岡山県 岡山県医師会 2 2 1 2 13/15(土)086-272-3225

岡山県 産業医学振興財団

岡山県医師会

1.5 1.5 36/29(日)03-3525-8293

広島県 広島産業保健推進センター

広島県医師会

1.52/20(木)082-224-1361

広島県 広島産業保健推進センター

広島県医師会

1.52/23(日)082-224-1361

広島県 広島産業保健推進センター

広島県医師会

22/23(日)082-224-1361

広島県 広島県医師会

(府中地区医師会)

2 22/28(金)0847-45-3505

広島県 尾道市医師会ﾀﾊﾞｺ対策委員会

日本禁煙科学会

23/30(日)0848-25-3151

山口県 山口県柳井健康福祉センター

柳井医師会

1.53/7(金)0820-22-3631

山口県 山口県岩国健康福祉センター

岩国市医師会

1.53/20(木)0827-29-1523

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

徳島県 徳島県医師会 1 12/22(土)088-622-0264

徳島県 徳島産業保健推進連絡事務所 22/27(木)088-656-0330

徳島県 徳島県医師会 2.53/2(日)088-622-0264

徳島県 徳島産業保健推進連絡事務所 23/6(木)088-656-0330

香川県 香川大学医師会

香川県医師会

23/27(木)087-891-2384

愛媛県 愛媛県医師会 144/26(土)

-4/27(日)

089-943-7582 2 2 1 1

2 2 2 2

福岡県 福岡県医師会 22/20(木)092-431-4564

福岡県 日本産業衛生学会

福岡県医師会

22/22(土)092-414-5264

福岡県 大牟田医師会 1 12/24(月)0944-53-2673

福岡県 福岡県医師会 23/3(月)092-431-4564

福岡県 福岡県医師会 2 23/5(水)092-431-4564

福岡県 久留米大学

久留米医師会

1.53/7(金)0942-31-7549

福岡県 福岡県医師会

(筑紫医師会)

2 23/8(土)092-923-1331

福岡県 福岡県医師会 2 23/13(木)092-431-4564

福岡県 産業医学振興財団

福岡県医師会

1.5 1.5 34/20(日)03-3525-8293

熊本県 熊本県医師会 3 32/21(金)096-354-3838

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

大分県 大分産業保健推進連絡事務所

大分県医師会

22/24(月)097-573-8070

宮崎県 宮崎県医師会

(宮崎市郡医師会)

2 23/8(土)0985-22-5118

鹿児島県 鹿児島県医師会 1.5 1.52/20(木)099-254-8121

鹿児島県 鹿児島県医師会 1.5 1.52/27(木)099-254-8121

鹿児島県 鹿児島産業保健推進センター

(鹿児島県医師会)

23/5(水)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島産業保健推進センター

(鹿児島県医師会)

23/7(金)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島県医師会 43/15(土)099-254-8121

鹿児島県 鹿児島産業保健推進センター

(鹿児島県医師会)

23/22(土)099-252-8002

注：１．平成25年度第5回認定産業医制度運営委員会で承認された研修会のうち
　　　　平成26年2月20日以降に開催されるものを掲載しております。上記指
　　　　定研修会は、日本医師会認定産業医制度における認定（基礎研修）または
　　　　更新（生涯研修）のための単位として認められます。なお、上記研修会の
　　　　プログラム、受講申込等の詳細につきましては、すべて連絡先へお電話下
　　　　さい。

注：２．新規認定のためには、基礎研修（前期研修１４単位以上、実地研修１０単
　　　　位以上、後期研修２６単位以上）合計で５０単位以上の修得が必要です。
　　　　なお、前期研修については、総論２単位・健康管理２単位・メンタルヘル
　　　　ス対策１単位・健康保持増進１単位・作業環境管理２単位・作業管理２単
　　　　位・有害業務管理２単位・産業医活動の実際２単位の各々の単位の修得が
　　　　必要です。
　　　　産業医学基礎研修５０単位修了後の認定産業医の新規申請は、基礎研修最
　　　　終受講日から５年以内に１回限り申請できます。ただし５０単位修了後、
　　　　出来る限り速やかに申請して下さい。

注：３．認定更新のためには、認定証取得後の５年間に生涯研修２０単位以上（更
　　　　新研修１単位以上、実地研修１単位以上、専門研修１単位以上の合計２０
　　　　単位以上）の修得が必要です。

注：４．3月21日～23日の埼玉県医師会主催（防衛医科大学校医師会協力）の研修
　　　　会における研修単位は、同一時間帯に複数の研修が開催されているため、記
　　　　載された単位すべてを取得することはできません。受講される研修によって
　　　　取得できる単位数が異なりますので、詳細は連絡先までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　[担当事務局：日本医師会地域医療第２課]

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 




